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町名 幼稚園 小学校 中学校 自由校区等

徳島町・徳島本町・中徳島町・新蔵町・中
洲町・幸町・寺島本町東・寺島本町西・元
町・藍場町・一番町・八百屋町・通町・中通
町・新内町・南内町・出来島本町・東出来
島町・南出来島町・北出来島町・両国本町

内町 徳島 自由校区等はありません。

中常三島町3丁目は、城東小、城
東中も選択可能。

隣接校選択地域あり（平成27年
度新小学校1年生より対象）別表1
参照。
北佐古一番町、北佐古二番町
は、千松小も選択可能（注釈2 ほ
ぼ全域だが、地図での確認が必
南佐古八番町5番は、加茂名小、
加茂名中も選択可能。
南田宮1丁目1番1号から10号、64
号は、助任小、徳島中も選択可
隣接校選択地域あり（平成19年
度新小学校1年生より対象）別表2
参照。

銀座・両国橋・富田町・紺屋町・東船場町・
西船場町・籠屋町・東新町・西新町・南新
町・新町橋・東大工町・西大工町・東山手
町・西山手町・寺町・眉山町・南佐古一番
町の一部（注釈2）・栄町1丁目（9番地から
34番地を除く）・栄町2丁目から4丁目・西富
田町山分・鷹匠町1丁目から4丁目・大道・
幟町・弓町・伊賀町・勢見町

新町 富田
南佐古一番町の一部（注釈2）住
宅地図で確認が必要

栄町1丁目9番地から34番地・栄町5丁目、
6丁目・鷹匠町5丁目、6丁目・かちどき橋・
明神町・富田橋・富田浜・仲之町・南仲之
町・中央通・伊月町・秋田町・二軒屋町・西
二軒屋町1丁目・南二軒屋町1丁目1番1号
から10号・万代町1丁目、2丁目・昭和町1
丁目、2丁目・中昭和町1丁目、2丁目・南昭

富田 富田 富田 自由校区等はありません。

佐古・北佐古（注釈1）・南佐古（注釈1）（一
部を除く）

佐古 佐古 城西

通学校区一覧表

助任橋1丁目から4丁目・南常三島町・中常
三島町（注釈1）・北常三島町・助任本町・
南前川町・中前川町・北前川町・下助任
町・東吉野町・上吉野町・吉野本町・上助
任町・中吉野町

助任 助任 徳島

田宮町・南田宮（注釈1）・北田宮・春日・春
日町・北矢三町・南矢三町

千松 千松 城西



万代町3丁目から7丁目・昭和町3丁目から
8丁目・中昭和町3丁目から5丁目・南昭和
町3丁目から7丁目

昭和 昭和 富田 自由校区等はありません。

福島1丁目、2丁目・新南福島1丁目、2丁
目・大和町1丁目、2丁目・安宅1丁目、2丁
目・安宅3丁目1番から5番・末広1丁目、2
丁目・末広3丁目1番から4番・末広5丁目・

福島 福島 城東 自由校区等はありません。

住吉1丁目から6丁目・城東町1丁目、2丁 城東 城東 城東 自由校区等はありません。

末広3丁目5番、6番は、福島小も
選択可能。

金沢1丁目は、城東小も選択可
津田町・津田本町・津田海岸町・新浜本
町・新浜町・津田西町・津田浜之町・西新

津田 津田 津田 自由校区等はありません。

蔵本町・蔵本元町・南蔵本町・北島田町1
丁目（注釈1）から3丁目・中島田町・南島田
町・庄町・南庄町・加茂名町（庄山、海ノ
宮）・鮎喰町1丁目、2丁目（国道より北側）

加茂名 加茂名 加茂名
北島田町1丁目は、千松小、城西
中も選択可能。

名東町・加茂名町（東名東山・西名東山）・
鮎喰町1丁目、2丁目（国道より南側）

加茂名
南

加茂名
南

加茂名 自由校区等はありません。

山城町・山城西・沖浜東は、昭和
小、富田中も選択可能。

安宅3丁目6番・末広3丁目5番、6番（注釈
1）・末広4丁目・南沖洲1丁目から5丁目・北
沖洲1丁目から4丁目・金沢1丁目（注釈
1）、2丁目

沖洲 沖洲 城東

西二軒屋町2丁目・南二軒屋町（1丁目1番
1号から10号を除く）・城南町1丁目から4丁
目・沖浜1丁目から3丁目・沖浜町・問屋町・
八万町下千鳥・内浜（一部を除く）・中津
浦・中津山・夷山の一部（注釈2）・千鳥・福
万山・上福万（3番地、8番地、9番地を除い
た残り）・下福万(1番地から76番地を除い
た残り)・西山・奥畑・山城町（注釈1）・山城
西（注釈1）・沖浜東（注釈1）

八万 八万 八万



（注釈2）夷山は住宅地図で校区
の確認が必要（自由校区ではあり
ません）。

八万町寺山は、上八万小、上八
万中も選択可能。

八万町内浜の一部は、八万小も
選択可能。
（注釈2）夷山は住宅地図で校区
の確認が必要（自由校区ではあり
ません）。
大谷町大開・新堤・紅葉山は、八
万南小、八万中も選択可能。
方上町鶴島・高坂は、大松小も選
択可能。
三軒屋町外は、八万南小、八万
中も選択可能。
区域外就学協議地区
小松島市江田町敷地前・中道
は、大松小、南部中に転入学が
区域外就学協議地区
大原町小神子は、北小松島小、
小松島中に転入学が可能。

多家良町（吉田を除く）・八多町 宮井 南部 自由校区等はありません。

飯谷町（注釈1）
飯谷
（休校

南部
休校期間中は、宮井小学校となり
ます。

渋野町・丈六町・多家良町吉田 渋野 南部 自由校区等はありません。

不動本町・不動西町・不動北町・不動東町
不動(休
園中）

不動 不動 自由校区等はありません。

上八万町 上八万 上八万 上八万 自由校区等はありません。
一宮町・下町 一宮 一宮 上八万 自由校区等はありません。
入田町 入田 入田 入田 自由校区等はありません。

沖島の一部・平石若宮は、川内
南小も選択可。

（注釈2）沖島については住宅地
図で確認が必要。

富久・富吉・松岡・宮島・鶴島・鈴江（西を除
く）・小松・旭野・金岡・下別宮

川内南 川内南 川内 自由校区等はありません。

応神町（注釈1） 応神 応神 応神
応神町古川字戎子野・日ノ上は、
川内北小、川内中も選択可能。

西二軒屋町2丁目・南二軒屋町（1丁目1番
1号から10号を除く）・城南町1丁目から4丁
目・沖浜1丁目から3丁目・沖浜町・問屋町・
八万町下千鳥・内浜（一部を除く）・中津
浦・中津山・夷山の一部（注釈2）・千鳥・福
万山・上福万（3番地、8番地、9番地を除い
た残り）・下福万(1番地から76番地を除い
た残り)・西山・奥畑・山城町（注釈1）・山城
西（注釈1）・沖浜東（注釈1）

八万 八万 八万

八万町川南・二丈・沖須賀・内浜の一部
（注釈1）・夷山（一部を除く）（注釈2）・橋
北・法花・法花谷・法花谷山・犬山・大野・
橋本・柿谷・柿谷山・馬場山・上福万（3番
地、8番地、9番地）・下福万（1番地から76
番地）・宮ノ谷・大坪・新貝・向寺山・東山・
上長谷・下長谷・寺山（注釈1）

八万南 八万南 八万

大谷町（注釈1）・方上町（注釈1）・北山町 方上 南部

勝占町・大松町・雑賀町・三軒屋町（注釈
1）・西須賀町

大松 大松 南部

論田町・大原町（注釈1） 論田 南部

加賀須野・中島・榎瀬・沖島の一部（注釈
1）・平石（若宮（注釈1））・上別宮・竹須賀・
米津・鈴江西・大松・北原

川内北 川内北 川内



延命・府中・中・観音寺・早渕・南岩延（注
釈1）・北岩延（注釈1）・和田・矢野・西矢野

国府 国府 国府
北岩延の全部、南岩延の県道徳
島鴨島線より北側は、南井上小も
選択可。

川原田・東高輪・西高輪・日開・花園・井
戸・桜間・池尻（注釈1）・敷地（注釈1）

南井上 南井上 国府
池尻の一部・敷地の一部・国府団
地・南海団地（注釈2住宅地図で
確認が必要。）は国府小も選択可

竜王・芝原・佐野塚・西黒田・東黒田 北井上 北井上 自由校区等はありません。

注釈1：自由校区や、隣接校選択地域、区域外就学協議地区があります。表中、自由校区等の欄を御確
認ください。

備考1：平成27年度から、幼稚園は、居住地に限らず、自由に選択することができることになっています。

注釈2：地図での確認を必要とします。学校教育課学事係（電話：088-621-5414）に御確認ください。



別表1

選択可能校 選択可能対象地域

助任本町1丁目から4丁目　南前川町　中前川町　北前川町

下助任町　吉野本町1丁目から5丁目

中吉野町1～3丁目（県道徳島鳴門線より南側）

中吉野町4丁目（県道徳島鴨島線より南側）

助任橋1丁目から3丁目　助任橋4丁目（県道徳島鳴門線より南側）

南常三島町1丁目（国道11号線より西側）

助任小学校区隣接校選択校・選択可能対象地域一覧表

内町小学校

備考1：助任小学校区隣接校選択制度は、平成27年度小学校1年生より小学校入学時のみ受け付ける
ものです。

備考2：入学時から内町小学校区に居住し、内町小学校に在籍している児童が、別表の現在校を選択で
きる地域に転居された場合は、申請により卒業までそのまま通学することが可能です。詳しくは学校教育
課までお問い合わせください。



別表2

選択隣接校 選択可能対象地域 中学校

内町小学校 南田宮一丁目・南田宮二丁目

城西中学校が本来校だが、選択隣接校に最終学年
時まで在籍した場合（新入の兄弟と共に転校した児
童については転校後最終学年時まで在籍した場合）
は、徳島中学校も入学可。

助任小学校
南田宮一丁目・北田宮一丁
目・北田宮二丁目

城西中学校が本来校だが、選択隣接校に最終学年
時まで在籍した場合（新入の兄弟と共に転校した児
童については転校後最終学年時まで在籍した場合）
は、徳島中学校も入学可。

佐古小学校
南田宮二丁目・南田宮三丁
目・南田宮四丁目・南矢三町
一丁目・二丁目・三丁目

千松小学校区隣接校選択校・選択可能対象地域一覧表

備考1：千松小学校区隣接校選択制度は、平成19年度小学校1年生より小学校入学時のみ受け付けるも
のです。

備考2：入学時から内町小学校区、助任小学校区または佐古小学校区に居住し、それぞれの学校に在籍
している児童が、別表の現在校を選択できる地域に転居された場合は、申請により卒業までそのまま通
学することが可能です。詳しくは学校教育課までお問い合わせください。


